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資料３

●情報共有・発信
・私は市民として情報を発信しつつ、情報を交換する
・私は行政と地域の情報を一緒に共有し提供する。

佐賀市民は情報を
共有し、発信します！

●ルール
・私は行政と、どちらか一方的な要求にならない様、共に条
例づくりをする。
・私は市民活動で積極的に公正をモットーとして共有したい、
頑張りたい。

佐賀市民は協働のまちづくりの
ルールをつくります！
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主な自由意見（感想）
●講演内容がわかりやすくい言葉で、とても楽しく拝聴できました。
●今日の講演は具体的な例などがありとても興味深く聞く事ができました。
●当事者としての共働の必要性をあらためて感じた講話でした。先生の話はすばらしい。
●なかなかむずかしく、自分の勉強になります。
●情報を送受信したい。今日の話はすごく勉強になった。
●検討会議に参加させて頂き、当たり前の事がだんだんとむずかしく、考える様になりました。障害者として、
自分の為に学ぶ事が出来、あらためて地域の共働の大切さ、周りの人達から支えられているありがたさを思
い知らされました。
●長い人生の中で、私達の時代と違い、忙しい世の中で移り変わりが激しくなって、一人一人の市民のゆとり
が無いのがかわいそうな気がします。「現代人は忙しいよ」と子供も孫を言います。ゆとりと支え合う市民
でありたいと思いました。
●地方自治基本条例が策定される事は地方分権の流れの中で必要な事と思慮いたしますが、問題がその案件が
憲法を含めた六法に準じているか。又住民の一部の者に片寄った意見・見解でないか危惧を抱くものです。
草案の段階で、公報紙によって広く多くの住民に問う事はもとより、議会制民主主義です。議会での慎重審
議が不可欠である事を委員として申言しておきます。

開催情報（検討会議は傍聴可能です。詳細は、市役所までお問い合わせください。）

佐賀市では“活力あるまちづくり”の実現に向け

議事次第
て、その仕組みやルールづくりとして「自治基本条
１． 開 会
２． 議事
（１） 前回の振り返り
・前回の質問に対する回答（地方分権の課題、
検討会議の構成）

例」の制定を検討しています。
平成 24 年 5 月 19 日に第 4 回目となる自治基本
条例検討会議を開催しました。
今回は協働のまちづくりについて学ぶため、九州
大学大学院

統合新領域学府客員准教授

加留部貴

（２） 講演会
行（かるべたかゆき）氏を講師にお招きし、講演会
（３） ワークショップの開催
第一. 説明を聞いて意見交換
第二. 各グループの発表
（４） その他
・起草部会の設置について（案）

を開催しました。
その後、ワークショップ形式で協働のまちづくり
に向けて、自分たちがまちづくりの主体となってで
きることを明確にするために主語を私に置き換え

●第５回検討会議 平成 24 年 6 月 17 日（日） ９：３０～ 佐賀市役所６階 ６－２会議室
３．事務局連絡
て、「私は、市民として／市民活動に／行政と／等
●第６回検討会議 平成 24 年 7 月 7 日（土） １０：００～ 佐賀市役所大財別館 ４階会議室
４．閉会
○○していく」という『私のまちづくり宣言』につ
いて意見交換を行いました。

≪物語≫

≪共働へのプロセス≫

３．いっしょにやる、ということ

講演「いっしょにやる、ということ

～対話を通じて「共感」から「共働※」へ～」
■共働はストーリーづくりである

協働のまちづくりとは何か、そもそもなぜ協働のまちづくりが必要であるのか、こうした「協働」のまちづくりの意
.
義について学ぶため、講師をお招きし、講演会を開催しました。

●講師
九州大学大学院 統合新領域学府客員准教授
日本ボランティアコーディネーター協会 理事・運営委員長
日本ファシリテーション協会 フェロー

加留部 貴行氏
※先生の講演では、
「協働」ではなく「共働」で講演されました。
協力の「協」はＡがＢにお願いするなど互いにお願いする、お願いされる関係が築
かれ、お願いされる側の都合が働き、縦の関係になりやすい。
「共」は、Ａ、Ｂが対
等双方向で横の関係にあり、
「大事なものを頭の上に掲げる」、
「バランスをとる」と
いう意味を持っており、
「より一緒に」や「みんなで」という意味合いから、共働と
いう言葉を使っています。

起

「共働」は、起承転結に例えると「転」の部分にあたります。
「起」の「共有」は、自己紹介といったお互いを知りあう段階です。
「承」の「共感」がお互いの考えを認め合い理解する段階と言えます。
この共有して共感するプロセスでは対話が重要になってきます。対話
の中身は「聴く」と「話す」の掛け算になると考えています。どちら
か一方が話しても成立しません。行政が一方的にやるとか、住民が一
方的に言うのではなく、お互いに聴きあう状態となることが大切です。
市民、行政にとって共通の敵は「無関心」です。同じ無関心と戦う
仲間として、ＮＰＯだけでは難しい場合は、行政と手を組む、時に企
業も入る、時にコミュニティとも連携する、いろんな組み合わせがあ
ると思います。
ぜひ、思いをぶつけあって、他人と話をして下さい。気づくことを
お互いに分かり合っていく対話が、共働の第一歩です。

いっしょにやる、ということは他人と互いに思いをぶつけ、互
いに許し合いながら対話し、行動していくことです。
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「私のまちづくり宣言！」についての意見交換
１．多様な協働（共働）で地域の複雑化・複合化する課題に立ち向かう

■

市民、行政、企業の特性と立ち位置

２．「当事者」としての共働の必要性～市民と行政の関係性の変化

自分たちがまちづくりの主体となってできることを明確にするために主語を私に置き換えて、
「私は、
市民として／市民活動に／行政と／等 ○○していく」という『私のまちづくり宣言』について意見交換
を行いました。その結果をまとめると以下のようになります。

課題解決への
アプローチ

■ 共働へのプロセス

＜市民住民活動＞

行政

ボランティア、ＮＰＯ
コミュニティ

ボランティア、
ＮＰＯ、コミュニティ

企業

関係性が弱まった！？

●関心
課題

一般的に
「民間」
を指す

非営利

・私は市民として自分の為ではなくて人の為に。
・私は民間 NPO に関心を持ち、何らかの活動に参加するよ
うに心がけます。また、NPO の動き（自発性）を観たい。

困って
いる

助ける

市民

佐賀市民は無関心を脱します！

市民
支援

出た利益
は目的に
再投資

共
働
関
係

非政府

公平性

自発性

収益性

公的サービス

●主体性
税金

双方向性・対等性
課題解決への
アプローチ

・行政は、みんなのためという価値で行動するため、住民の合
意が必要で、公平な反面、決定に時間が掛ります。＝公平性
・市民活動団体は活動する人の志、つまりやりたいか、やりた
くないかで判断します。そのため、行政に比べ必要な所に必
要なサービスを迅速に提供することができます。＝自発性
・企業は、儲かるか、儲からないかを価値として、実行に移す
かを決定しています。＝収益性
例えば、点字ボランティアの場合、行政では「みんなのため
に」なるもの、例えば広報誌などから訳しはじめます。一方、
NPO やボランティア等の場合は、その人が読みたい本、つま
り「あなたのために」なるものから訳します。やり方に違いも
ありますが、目の見えない人に情報を伝えるという「公益性」
は共通しています。
そのため、従来の NPO（NonProfit Organization）の意味
以外にも New Public Organization（新しい公益の主体）と
呼ばれるようになってきました。ここで一番大事なのは Public
＝開かれた ということです。

市民、行政、企業はそれぞれ特徴や性格が違うため、同じ課
題可決に向けても、お互いの得意なものを生かしていく、共
働の考え方が必要になってきました。

佐賀市民は主体的にまちづくりを
すすめます！

行政

●コミュニケーション

（各々のセクターを支える基本的な判断基準）

○意思決定の価値が違う

・私は市民としてルールを守る。
・私は行政とのパイプ役となる。
・私は市民活動でやれそうな事をまずやってみる。

もともと、市民と市民の関係（民民関係）の中で日常の課
題は解決できていましたが、どうしても解決できない課題に
ついては行政にまかせてきました。やがて行政への依存が日
常化し、次第に「民民」の関係性が弱まっていくとともに市
民のニーズも多様化し、行政の役割が大きくなっていきまし
た。
しかしながら、行政は、厳しい財政状況の中、職員が削減
され、担当者１人あたりの業務量が増加しています。人事異
動もあるため、周囲に対しても目を配りにくくなってきてい
ます。
このような状況の中、ボランティア、NPO 等による課題
解決の取組みが活発になってきています。これまでに失われ
てきた「民民」の関係性を自ら結び直す作業でもあります。
行政の状況を考えた場合、民間のこうした活動がないと支
えられない社会になっています。つまり市民が「当事者」と
して共働していくことが必要になってきているのです。

・私は市民として地域住民との対話をします。
・私は行政と市のあり方について積極的に相談・提言する。

●自覚
・私は市民としての存在、あり方を自覚する。
・私は現在の役割の中で、立場を鮮明にしていく。

佐賀市民は市民としての
役割を果たします！

●協働
・私は行政との共働を意識して市民の立場から行政へ、行政
の立場を市民個人として受け止められる様、努力したい。
共有から始める。

佐賀市民は協働のまちづくりを
進めます！

●人権
・私は女性の人権を守ることに力を尽す（弱い立場に立つ女
性を守りたい）
。
・私は働く女性の地位向上のためにつくす（行政との協力）。

佐賀市民は基本的人権を
尊重します！

●教育（人材育成）
・私は「公」の志を持った若者を育てる。
・私は国際理解教育に目覚める子供、雰囲気を醸成したい。

行政だけに頼るのではなく、市民が当事者となって、つま
りは主役となって共働していく必要がでてきました。

佐賀市民は様々な人と
コミュニケーションをとります！

佐賀市民は教育（人財育成）を
すすめます！

●地域活動（参加）
・私は市民としてまず地域の行事や市民活動に参加する。
・私は市民活動を通して一人でも安心して住める地域をつく
る。

佐賀市民は市民活動に
参加します！
次のページに続きます

